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                                ２０１１年１０月２４日 

長野県知事 阿部 守一 様 

長野県議会 改革・新風 

代 表   倉 田 竜 彦 

 

 

平成24年度予算編成と当面の課題に関する提案書 

 

県民生活向上のため日々、大変なご尽力を賜っておりますことに心から敬意と感謝を申

し上げます。 

 さて、阿部知事となり２回目の新年度予算編成時期を迎えていますが、私達改革・新風

として下記の事項について提案をすることに致しました。 

 県内経済は世界的な経済危機や東日本大震災の影響等から一定程度回復して来ている

とは言え、長引く円高の影響により輸出関連企業を中心に厳しい状況が続いており、県民

生活も苦しい状況が続いています。 

 また、このような経済状況を受け県税収入も厳しい状況が続き、苦しい県政運営が強い

られています。 

 このように厳しい県財政のもとで、予算編成を行う訳ですが、先の震災からの復興と県

民の日々の暮らしが安心・安全である取り組みを 優先に、知事が掲げる「県民主権」の

実現のため、福祉・医療・教育・環境・人権など県民の暮らしに直結する施策を重視され、

徹底した選択と集中を行いながら、将来を見据えて、県職員一丸となって、予算編成にあ

たられることを期待します。 

 

記 

 

Ⅰ 県政全般について（基本的な施策） 

 

（１） 厳しい財政状況のもとで引き続き予算の効率的運用に努めるとともに、福祉、  

医療、環境、教育、災害などの安心・安全対策、遅れている基幹道路の新設・改良、

道路維持修繕等の県民生活を重視した施策を柱に、産業の育成策や企業誘致等、雇用

や県税収入に通じる事業に重点化した「経済対策予算」とすること。 

また、ただ単にシーリングにこだわるのではなく、「選択と集中」で真に必要な

事業には予算配分すること。 

 

（２） 先の大震災からの復旧・復興（県内の経済対策含む）に 善を尽くすとともに、  

福島第１号原発事故を踏まえた原発対策も含めた「地域防災計画」の見直しを早  

期に行い、県民の安心・安全な暮らしを守る取り組みを行うこと。 

また、放射線量の測定、農畜産物の安全の確保対策をきめ細かく行うとともに、

ヨウ素剤の備蓄を行うこと。 

さらに、被災地から本県へ避難されている方々のニーズを把握し、適切な支援を

行うこと。 
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（３） 原発事故を踏まえ、原発に頼らない自然エネルギー発電を普及させる取り組み  

を積極的に推進すること。 

また、この取り組みを産業育成と両立して推進すること。 

 

（４） 「信州経済戦略会議」を活性化させ、短期・中期・長期の本県の経済・雇用対策

を順次具体化すること。 

また、「中小企業振興条例」を早期に具体化すること。 

 

（５）  厳しい経済・雇用状況に対処するため、緊急経済対策基金の活用や、国の補正  

予算等に機敏に対応した切れ目のない対策を継続すること。 

 

（６） 「観光立県」の再構築のため、さらにきめ細かな対応を行うとともに、県内への

インバウンドの推進や、スキー１００周年記念を活かし冬季観光の活性化を図ること。 

また、新幹線長野～金沢間の開業を視野に、経済対策も含め「広域観光推進計画」

を策定すること。 

 

（７） 深刻な医師・看護師確保について、成果があがるよう予算確保と対応を行うこ  

と。 

 

（８）  「中期総合計画」の進捗状況を引き続き検証するとともに、阿部県政のもとで  

の新たな計画の策定作業を推進されたい。 

また、その際、本県の長期計画に該当する「コモンズから、はじまる信州ルネッ

サンス革命未来への提言」は廃止されたい。 

 

（９） 「中期総合計画」や「長期計画」の見直しにあたっては、これらの計画の策定根

拠条例となる「自治基本条例」の制定作業も視野に、計画策定にあたっての県民参加

のルール等を確立されたい。 

 

（10） 新幹線開業に伴う長野以北の並行在来線の存続問題については、沿線住民の生  

活維持と本県の将来負担問題など、政府の対応が重要な場面にあることから、関  

係県と連携し積極的に対応されたい。 

 

（11） 地域公共交通の維持・存続について、国の動向や市町村の実証運行の実態を見  

極め、県として新たに出来うる支援策を講ずること。 

 

（12） 新幹線長野以北の開業や並行在来線の運行、リニア中央新幹線整備決定等を踏  

まえ策定する「新交通ビジョン」については、県民の足を守る地域公共交通の充実や

幹線道路網の整備、観光振興策も含め位置付けること。 

    

（13） 本県にとって深刻な鳥獣被害対策について、適切な予算措置を講じられたい。 

 

（14） 格差社会の拡がりから県民生活を守るため、税金の有効な使い方として、これ    

まで本県が行って来た「総合評価落札制度」を発展させ、知事が公約した「公契約条

例」を制定すること。 

また、指定管理者制度についても、各種県民サービスへの県の公的責任や事業者
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の役割、雇用レベルを明確にするルールづくりを行うこと。 

 

（15） 公約した「障害者差別禁止条例」、「子どもの権利条例」については、広く関係者

や県民の意見を募り、実効性のある条例とすること。 

    また、公約した「市民活動支援条例」についても検討に着手すること。 

 

（16） 中学校の「３５人規模学級」については、市町村や学校現場との連携のもと、順

次全学年へ導入すること。 

 

（17） 県立高校など老朽化した施設が多いことから、大幅な予算を確保すること。 

また、今後、改築時期となる校舎がピークを迎えることから、他の県有施設も含

め改築計画を策定し、基金積立などの準備を行うこと。 

 

（18） 「ふるさと信州・環（わ）の住まい助成金」の対象を拡大するとともに、「リフォ

ーム」の場合は、信州産木材の普及や県内事業者の施工に配慮した上で、エコ住宅普

及誘導事業として多様な選択事項から１事業以上を助成の条件とすること。 

また、対象面積等の要件を緩和すること。 

 

（19） 「森林づくり県民税」による事業についての検証を行い、その結果を広く県民に

啓発すること。 

    税の継続にあたっては、県民の税への理解度や意向調査を行い把握するととも  

に、計画した整備面積の着実な推進や間伐材の流通や活用、県民への啓発など税  

対象の拡大も検討されたい。 

 

（20） 失業者等の就労や生活を個別、継続的に支援する国のモデル事業「ながのパー  

ソナル・サポート・サービス」の検証を行い、国の事業継続に向けて、事業のステッ

プ・アップを行うこと。 

 

（21） 偽装表示や放射性物質問題等が発生し、食の安心・安全に対する県民の関心が  

高まっていることから、遺伝子組み換え作物への規制も含めた「食品安全条例（仮    

称）」を早期に制定され、必要な予算措置を講じられたい。 

 

（22） 問題となっている外国資本による森林売買等から水資源や森林などの環境を保  

全するため、水資源保全地域の指定や国土利用計画法対象外の１ヘクタール未満  

の土地も規制の対象にする等の条例制定を検討すること。 

 

（23） 「信州型事業仕分け」については、２回実施の視点と結果を活かし、執行部・議

会双方が事業評価に「第三者評価」を導入するなど、恒常的なシステムに発展させる

こと。 

また、県民参加の「判定人制度」を活かすため、今後は県政課題を評価する「県

民モニター」制度として発展させること。 

 

（24） 年々増加している発達障害児の早期発見や療育などの支援策について、市町村・

医療機関・県の役割を明確にし、人材育成や広域的連携など県の支援策を明確にする

こと。 
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（25） 県短期大学の４大化準備にあたっては、少子化のもと不安視する声も聞かれる  

ことから、開校後の人材育成と健全な大学運営等について、県民等に広く公開し  

た準備作業を行うこと。 

 

（26） 近年、スポーツ振興や文化財保全と文化振興予算が削減されていることから、配

慮した予算計上を行われたい。 

 

（27） 流域下水道管理部門の下水道公社からの直営化については、将来を展望した市  

町村やプロパー職員の理解を前提とするとともに、来年度実施予定の諏訪下水道  

事業については、あくまで試行として検証を行うこと。 

 

 

Ⅱ 各部局別施策について（議会常任委員会別区分） 

 

１，総務企画警察委員会 

 

（総務部）   

 
（１） 地域の自主的・主体的な取り組みを支援する「地域発 元気づくり支援金」につい

て、十分な予算を確保すること。 
 

（２） 行政改革に関する取り組みについては、市場化テストの導入・独立行政法人化の

導入、新たな指定管理者制度の導入等々の検討に加え、各事業の県民サービスの向上

や職員の雇用に配慮すること。 
また、実施する場合は、県民サービスが低下しないよう県の公的責任や事業者の

役割、雇用レベル等を明確にしたルールづくり（指針）を行うこと。 
 

（３） 各種審議会への女性の登用については、「審議会等の設置及び運営に関する指針」

に定める５割目標に努めること。 
 
（４） 長野県地方税滞納整理機構について、諸税の未収金、多重債務者等に対する整理

は、市町村と連携し、公正に行うこと。 
 
（５） 外国籍県民へのサービスや悩み事相談等については、地域における窓口設置とネ

ットワーク化を図ること。 
 
（６） 私立中学・高等学校教育振興費補助金の拡充と私立高等学校授業料等軽減事業補

助金の充実などにより、公立私立の較差是正を図られたい。 
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（７） 私立高等学校等施設高機能化整備費補助金と私立高等学校等ＩＴ教育設備整備推

進事業の拡充を図られたい。 
 
（８） 過疎地域自立促進計画に基づき、市町村と連携を図りながら過疎地域における個

性豊かな自立した地域づくりを推進されたい。 
 
（９） 庁舎の維持管理や印刷物の入札に当たっては、価格のみでなく労働者福祉にも配

慮した総合評価入札制度を導入されたい。 
 
（10） 社会福祉事業を展開するＮＰＯ法人の活動を支援するため、収益事業に該当する

場合は、県税の免除を実施されたい。 
 
（11） 被災地以外の市町村を対象に合併特例債の発行期限を５年間延長されるよう関係

機関に要請し、その実現に努めること。 
 
（12） 地方分権から地方主権の時代の中で、より身近な市町村へ権限を移譲することが

県民サービスの向上や市民自治確立につながることから、市町村と連携し権限移譲を

積極的に進められたい。 
 
（13） トップダウンや結論保留でなく、県職員が自由闊達に提案し仕事が出来る環境整

備を行うこと。 
 
（14） 任期付職員の採用にあたっては、県職員との信頼関係構築との観点からも 小限

に抑制するとともに、採用した任期付職員が犠牲にならないようにすること。 
 
（企画部） 

 
（１） 県民満足度調査を毎年行い県民要望の把握に努めるとともに、数値的評価に表し

客観的な政策評価となるよう生かすこと。 
 
（２） ＪＲ篠ノ井線複線化と大糸線の存続、ＪＲ中央東西線の輸送力強化と高速化、飯

田線の利便性の向上等を関係機関に要請し、その実現に努めること。 
 
（３） 飯田～長野間の高速バスは県庁所在地の長野市と南信を結ぶ重要幹線であり、本

路線だけでは採算割れが実態で、このままでは事業者の撤退が予想されることから、

南北格差問題をも視野に入れ、本県の 重要幹線と位置付け、積極的な支援策を講じ

ること。 
    また、松本～飯田間の高速バスを復活するよう働きかけること。 
 
（４） 生活バス路線の維持確保のため、公共交通活性化協議会等で具体的な利用促進策
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を検討し「長野県公共交通活性化指針」を策定されたい。 
また、「地球温暖化対策条例」を制定した本県として、公共交通機関の果たす役割

を再認識しマイカーから公共交通機関利用への具体的数値目標を示し、ノーマイカー

ウィークをさらに積極的に推進されたい。 
 

（５） 「セダン型特区」については、関係者との同意が前提であることから、慎重に対

応すること。 
また、規制緩和等によりタクシー業界の過当競争が強いられ、低賃金構造を生み

出していることから、デマンドタクシーや観光及び福祉分野のタクシー利用を推進さ

れたい。 
 

（６） 松本空港の離発着の時間を も利便性の高い時間に設定されるようＦＤＡ社と協

議して定めること。 
 

（７） リニア中央新幹線の建設については、地域振興策に配慮し、１年も早く着工でき

るよう取り組むこと。 
 
（８） 携帯電話や地上デジタル放送等の不感地域を解消するため、引き続き積極的な対

策を行うこと。 
 
（９） 男女共同参画の推進については、学校長・教頭や審議会委員への女性登用、育児

休業が安心してとれる職場環境の整備等の重要課題について、さらに実効性ある取り

組みをされたい。 
また、条例による「苦情の申し出」「不服の申し出」等の制度や「県男女共同参画

推進指導員」制度を広く県民に徹底されたい。 
 

（10） 人権政策審議会の設置や審議経過を踏まえ、同和対策については他の人権施策と

比較し、この空白期間があったことを総括し一般対策の中で予算措置を講じられたい。 
また、障害者差別禁止条例や児童虐待防止条例、高齢者虐待防止条例を検討、制

定し、その推進を図られたい。 
 

（11） 現在企画部の所管となっている「人権・男女共同参画課」を「人権対策課（仮称）」、

「男女共同参画課（仮称）」に分離すること。 
 
（12） ＮＰＯの自立支援策を引き続き推進するとともに、その後の雇用レベルやサービ

ス水準についても検証し公開すること。 
 
（13） 情報公開条例については、メールなど時代の変化に対応した公文書規定に見直し、

より透明度の高い制度とすること。 
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（14） 各文化会館や美術館等への指定管理者制度の導入後の検証を行い、貸館業務と文

化事業を区分し、文化事業については県として責任が持てる運営形態を検討すること。 
 

（15） 闇金融や訪問販売、消費者金融などの被害者からの相談が増加していることから、

消費者センターの人員配置や機能の充実を図ること。 
 
（16） 松本空港の活性化対策については、誘客促進策をさらに積極的に行うこと。 

また、チャーター便や国際定期便の誘致活動を行うこと。 
 
（17） 「消費生活条例」に基づき、部局横断的な連携を図り、消費者を守るため実効性

ある対応をされたい。 
 

（警察本部） 

 
（１） 「長野県警察緊急治安対策プログラム」による取り組みにより、刑法犯の発生や

犯罪検挙率、交通事故による死亡者数は減少傾向にあるが、引き続き「長野県警察の

重点推進課題と対策」により、取り組みを強化されたい。 
 
（２） 警察官の増員については、「緊急治安対策プログラム」による計画に到達していな

いことから、今後は団塊世代の退職者等、優秀なＯＢの登用も検討すること。 
 
（３） 犯罪被害者の救済についてもボランティアなどの協力も含め充実する必要がある

ため、県犯罪被害者救援センターの県民への周知と充実策を検討すること。 
 
（４） 近の闇金融、「振り込め詐欺」等を防止する対策を強化するとともに、被害者に

対する相談窓口体制の充実と取締りを強化されたい。 
 
（５） 信号機の設置等「交通安全施設等整備事業」は、県民要望が特に強いことから、

引き続き予算を大幅に増額し対処されたい。 
また、維持管理費についても増額されたい。 

 
（６） 高齢者による交通事故が多発している現状を踏まえ、運転免許証返納支援制度の

充実を図られたい。 
 
（７） 青少年の非行防止を強化し、暴力団対策については暴力団排除条例に基づき、県

民の不安感や恐怖心を払拭し、反社会的勢力の一掃に努めること。 
 
（８） 即日交付の運転免許センターを南信地域に設置されたい。 
 
 



 - 8 -

（会計局） 

 
（１） 毎年度の決算を県民に理解されるように努めることは、行政の説明責任でありそ

のためには、より詳細で分かり易い決算書の策定に努めること。 
また、政策評価が決算に当たっても適切に反映されるよう、より分かり易く改善

し決算書付属書類として添付すること。 
公金の取り扱いについてチェックシステムの見直し、強化をされたい。 

 

 

２，健康福祉委員会 

 

【保健・医療関係】 

 
（１） 医師や看護師の確保が緊急の課題であり、予算編成に当たっては実効性ある予  

算を計上されたい。 

また、病診連携、過疎地医療対策（無医地区等）についても、引き続き大学医学

部附属病院等との協議を重視し連携を図られたい。 
 

（２） 産科医不足に対処するため、医師確保に全力を尽くすとともに妊婦診療等で助  

産師の役割を見直し、院内助産所の設置を推進すること。 
 
（３） 女性医師や女性看護師の職場環境等の改善策は急務であり、保育の充実や出産・

育児で職場を離れた後に復帰する際の支援プログラムの充実を図ること。 

また、公立・民間・個人病院も含め、その状況を調査するとともに、その原因（産

休・病休・育児・介護休暇の取得状況と代替員の確保状況等）を把握し適切な対応を

行われたい。 

 
（４） 県立病院機構中期計画により、着実な運営が継続できるよう医師、看護職員の確

保を図り、体制をより充実させること。 
 

（５） 県立看護大学と民間病院との研修等の連携を推進されたい。 
 
（６） 医師を確保するため定年退職した医師を県立病院に「エルダー医」として迎え入

れる制度を検討すること。 
 
（７） がん診療連携拠点病院の整備を引き続き全圏域に行うこと。 
 
（８） 本県にとって深刻なエイズ対策に積極的に取り組むとともに、ノロウイルス、レ

ジオネラ症、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）等の新興感染症など、さらには新型

インフルエンザに的確に対応し、その予防と発生時には敏速で適切な対応ができるよ
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う施策をさらに強化されたい。 
 
（９） 遺伝子組換え食品や牛海綿状脳症対策、加工食品中のアレルギー物質等、食品  

検査対策の充実をなお一層図られたい。 
 
（10） 県立こども病院については、ヘリポート基地、駐車場などの患者の搬送受入体制

の検討を行うこと。 
 
（11） 国民健康保険の「広域化等支援方針」の策定にあたっては、財政基盤の充実を国

に強く求めること。 
 
(12） 医療費の圧縮のため、ジェネリック医薬品の普及・啓発に努めること。 

 
（13） 「歯科保健推進条例」制定に伴う推進計画策定を速やかに行い、必要な予算措置

を講じること。 
 

【福祉関係】   

 

（１） 「高齢者プラン」に基づく計画を着実に推進する予算を計上すること。 
 
（２） 介護者を抱える家族を支援する在宅介護緊急時の対応については、ショートステ  

イ空き情報システムや緊急時のホームヘルパー派遣等について、市町村と事業者県社

協等が連携し、広く介護者にサービスを紹介するよう引き続き取り組むこと。 
 
（３） 深刻化する児童虐待問題に適切に対処するため、相談支援事業を充実させると  

ともに、早期発見のためのネットワーク化をさらに推進すること。 

 
（４） 民間社会福祉施設の入所者の処遇向上及び処遇職員の勤務条件等の改善を図る  

ため行っている「入所児童生活向上援助費」は、子供達への処遇向上のためにも大き

な役割を果たしており、今後も引き続き制度を継続すること。 
 
（５） 障害者や母子の雇用対策を推進するとともに、授産施設等の仕事確保や賃金保障

のため、仕事確保に積極的に取り組まれたい。 

また、ひとり親家庭や生活保護世帯の子供達の教育支援を教育委員会と連携して

行うこと。 
 

（６） 全国的には身体障害者や知的障害者雇用について、県庁の文書集配業務、農業  

試験場等への採用、教員採用枠の設定が行われており、本県も推進を図られたい。 

また、事業所等に対し障害者の法定雇用率を達成するよう指導を強化すること。 
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（７） 過去に社会福祉審議会が答申し、阿部知事も公約した「障害者差別禁止条例」や

「子どもの権利条例」（何れも仮称）の制定について、企画局や教育委員会と連携し

検討されたい。 
 
（８） 福祉施設への指定管理者制度導入については、今後行わないこと。 

また、既に導入している施設についてはサービス水準の充実、雇用レベルなど、

ルールづくりを行うこと。 
さらに、将来の県の福祉行政充実の観点から、福祉職を計画的に採用すること。 

 
（９） 事故や病気により重度の障害者となり、家族が介護のために仕事をやめざるを    

得ない家庭を救済するため、待機者が多い「身体障害者療護施設」を「障害者プラン」

により東北信地区にも計画的に整備されたい。 
 
（10） バリアフリーの街づくりのため、障害者やお年寄り、子どもなど弱者が参加点検  

し施設設計や施設改良を行う「ユニバーサルデザイン」の推進を行うこと。 
 

（11） 満蒙開拓平和記念館を早期に着工できるよう支援されたい。 
 
（12） 発達障害児支援について、県としての支援策を具体化されたい。 

また、保育所や幼稚園を訪問し保育士等に具体的な対応方法を指導するアドバイ

ザーの育成事業を行われたい。 
 
（13） 介護・福祉現場の人材確保策に引き続き取り組むとともに、恒常的な処遇改善  

策について早急に確立するよう国に強く求めること。 
 
（14） 身障者体育施設及びスポーツ指導員の中南信における活動拠点の整備を計画され

たい。 
 
（15） 手話通訳職員の処遇改善を図ること。 
 
（16） 介護や福祉事業者の人材確保が危ぶまれている現状を踏まえ、持続可能なサービ

スを確立するため、介護保険法や障害者自立支援法の早期見直しを国に強く求めるこ

と。 
 

 

３，環境商工観光委員会 

 

（環境部） 

 
（１） 中期総合計画に示された数値目標の達成や「地球温暖化防止県民計画」の実現に
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に向け、各施策を着実に推進されたい。 
 
（２） 「第４次水環境保全総合計画」に示された、湖沼の環境基準達成、地下水の汚染

対策とかん養について引き続き着実な対策を行うこと。 
 
（３） バイオマス推進事業により、「バイオマス総合利活用マスタープラン」を策定し、

さらなる普及を図ること。生活排水の汚泥だけでなく生ゴミ、紙ゴミなど再生可能な

エネルギーを活用した事業を推進し、市町村と連携して取り組みを行うこと。 
 
（４） 地球温暖化防止対策（京都議定書の数値目標達成）の施策として、太陽光発電、

小型の水力発電、大小の風力発電、下水処理施設で発生する可燃ガスや熱エネルギー

の活用、ごみ処理施設の余熱利用、水素・アルコール燃料発電、木質バイオエネルギ

ーの活用などを具体化し、県民啓発と県や民間事業者の努力目標を定めた「新エネル

ギー条例（仮称）」の制定を行われたい。 
また、雪のエネルギー利用について積極的な研究開発を推進されたい。 

 
（５） 観光立県として山岳観光は重要であり、山岳観光県として誇れるよう登山道及び

トイレの総点検（調査）をし、引き続き力を入れた整備を行うこと。 
 
（６） 老朽化した環境保全研究所について、改修計画を明確にすること。 
    なお、放射線測定など新たな課題に応えられるよう体制を整備すること。 
 
（７） 地球温暖化対策の一環として、店舗の２４時間営業や元旦初売りの自粛の取り組

みを推進されたい。 
 
（８） ノーマイカーウィークの実施に当たっては、地域公共交通機関の利用促進に向け

た取り組みと連携すること。 
 
（９） 産業廃棄物処理施設の稼動に際しては、周辺住民の生活環境の保全のため今後も

立ち入り調査、監視指導を徹底されたい。市町村と連携し、不法投棄や野積みなどを

防止すること。 
 

（10） 公共施設の照明や街路灯のLED化を推進されたい。 
 
（11） 原子力発電所近接県として、原発の安全確保と脱原発に向け国や関係機関に働き

かけること。 
 

（商工労働部） 

 
（１） 戦略プランに基づく施策を大胆かつ着実に推進し、中期総合計画に掲げる目標を
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達成されたい。 
 
（２） 総合産業として、県産材を使い、地震に強く環境と人体にやさしい「次世代省エ

ネ信州型住宅」の開発及び部材開発と需要拡大に積極的に取り組むこと。 
 
（３） 製造業の海外シフトや県内産業の空洞化の状況を踏まえ、県民が将来に展望の持

てる産業構造基盤を確立するため、福祉・環境・医療・教育・農林業・観光等に重点

を置いた施策の推進を行うこと。 
また、企業誘致を積極的に行うとともに、県内企業が引き続き県内において活発

な企業活動が行えるよう積極的に支援すること。 
 

（４） 中京、関西圏との交流・連携を図り、企業誘致、観光招致、農産物の市場販売を 
強化するため名古屋事務所、大阪事務所の充実・強化を引き続き図ること。 

また、これらの取り組みに協力頂いている県人会との連携に努めること。 
 
（５） ハローワーク等の機関と連携し、雇用対策に積極的に取り組むこと。とりわけ就

職を希望する高校生の職場が確保されるよう全力を尽くすこと。 
 
（６） シルバー人材センターに対する県の補助金は全国的にも低い水準となっており、

今後、地域のためにシルバー人材センターが行う事業について、国や県を含めた検討

を行い、高齢者が安全に働けるよう更なる助成や支援を行うこと。 
 
（７） 工業技術総合センターの充実、技術専門校の機械施設等の老朽化に対し更新を図

られたい。 
 
（８） 円高対策など中小企業対策、商店街空洞化や空き店舗対策を引き続き積極的に推

進すること。 
 
（９） 教育委員会と連携して産業教育の推進を図ること。技能五輪開催を機に人材育成

を強化すること。 
    手の器用さは幼少期に培われることに鑑み、「ちびっこ技能五輪（仮称）」等を検 

討されたい。 
 
（10） 労政事務所の労働相談体制を人員と相談員の質も含め強化すること。 
 
（11） 中南信地域に工科短期大学校を開設すること。 
 
（12） 飯田工業技術センターに従前通り県の嘱託職員を配置すること。 
 
（13） グリーン・ツーリズム推進のための人材育成・受入体制の整備を支援すること。 
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（14） 首都圏からの企業誘致のため、県東京事務所、県選出国会議員との連携を強化す

ること。 
 
（15） ノーマライゼーションの理念に基づき、法定雇用率1.8％を目標に障害者の雇用を

積極的に促進されたい。 
 
（16） 母子家庭の就業率向上、父子家庭の労働環境の改善など、ひとり親家庭への支援

を充実されたい。 
 
（17） 高齢買物弱者の支援を強化し、併せて楽しんで買い物ができるビジネスモデルを

構築されたい。 
 
（18） ＩＴ活用海外市場開拓事業の委託事業については、過去の実績だけでなく新たな

発想を重視し、慎重に選定されたい。 
 
（19） 長野県国際戦略の推進については、まずは「ＮＡＧＡＮＯ」ブランドの概念と基

準を明確にして認知力を高め、アジア市場の中でも更にターゲットを絞った集中攻略

型の戦略を推進されたい。まずは、実績を作って拠点を確保することが重要である。 
 
（20） 老朽化した工業技術総合センター食品技術部門の建物について、改修計画を明確

にすること。 
 

（21） 平成24年度に１１年目を迎える諏訪圏工業メッセは、県下各地の企業の参加が増

えている。県の更なる支援を行うこと。 

 

（観光部） 

 

（１） 「観光立県長野」再興計画の着実な推進を行い、中期総合計画に掲げる目標を達

成されたい。 
 
（２） 長野県の個性を大切にし、温泉めぐりや山岳、スキー、自然体験等の長期滞在型

の観光ツアーを企画し推進すること。 
また、温泉と医療・スポーツと健康の連携による滞在型観光を促進されたい。 

 
（３） 本県の資産である国立・県立公園めぐり観光ツアーをＮＰＯや自然活動団体等と

連携し企画されたい。 
 
（４） 小中高生や団塊の世代を対象とした、信州の良さを生かした農業・林業・自然体

験や民泊等をパッケージした企画を推進されたい。 
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（５） 県東京事務所・名古屋事務所・大阪事務所を充実し、マスコミに向けたＰＲをよ

り一層図り、観光客の誘致を推進すること。 
 
（６） 「信州おもてなしの心」をスローガンに、各関係者と連携し「もう一日」「もう一

泊」「もう１コイン」と信州に滞在したくなる観光メニューとマーケティングを積極

的に展開すること。 
 
（７） 信州ＤＣ、アフターＤＣにより地域の新しい観光資源を掘り起こし、この資源の

有効活用を図ること。 
 
（８） 田舎暮らし「楽園信州」創造事業をさらに推進すること。 
 
（９） 温泉地、観光地等においては、景観に配慮した建築物やサインボード設置などテ

ーマごとのデザインを統一し、環境整備について指導強化を図られたい。 
 
（10） インバウンド推進のため、松本空港の入国管理体制の整備を図られたい。 

また、チャーター便の積極的な利用促進を図られたい。 
 
（11） 信州の魅力ある豊かな食を提供し、新しい土産品としての商品開発を行いブラン

ド化すること。 
 
（12） 信州ＤＣと同様の大型誘致企画を実施する場合、 地域のイベント等と連携し、広

域的に情報を共有化されたい。 
 
（13） 接客サービスの研修等は、観光客の満足度向上のため、地域の実情に合った形で

実施、検証されたい。 
 
 

４，農政林務委員会 

 

（農政部）   

 

長野県においては、改めて第一次産業を基幹産業と位置づけ、県内農畜水産業の振興を

図ることで、将来に亘る循環型社会の構築に向け一層の努力を傾注しなければならない。 
 

（１） 「食と農業農村振興計画」の目標年である平成２４年度に向け、目標達成をめざ

し「地産地消計画」の県内産の消費拡大など実効性ある予算を計上し、県内食料自給

率の一層の向上に取り組まれたい。 
    なお、平成２４年度で終了する「食と農業農村振興計画」については、成果や課
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題をしっかり検証する中で新たな計画の策定を図られたい。 
 

（２） 深刻化する有害鳥獣・外来魚被害（カワウを含む。）に鑑み、防護柵の設置などの

具体的対策や駆除体制強化に万全を期すると同時に、関連予算確保のための関係機関

への働きかけを強められたい。 
    なお、野生有害鳥獣については、個体数の適正化を急ぎ検討されたい。 

また、ジビエなど鳥獣魚肉の有効利用について、処理加工施設の設置や具体的な

支援、ＰＲなどに積極的に取り組まれたい。 
 

（３） 昨今の異常気象に鑑み、天候不良などによる育成障害など農作物への被害対応に

万全を期すると同時に、これまでの想定を超える被害に対応できるよう、体制を整え

られたい。 
    なお、最近、野菜類の根腐病などが発生してきていることから、試験研究費の増

額及びそれらに係る研究職員の増員について配意されたい。 
 
（４） 震災や局地的な集中豪雨などによる農地崩壊などの被害に対し、各自治体など関

係機関との連携を強化し、農地復旧など迅速な対応に努められたい。 
また、灌水機能などの農地の果たす多面的機能に鑑み、中山間地域などの農地保

全に努められたい。 
 

（５） 福島第一原子力発電所の事故に伴う農産物の輸入制限措置の解除と、風評被害を

含む経済的損失に対する賠償を強く国に求めるとともに、長野県産品の安全性の確保

と国内外へ広く周知できる体制を構築されたい。 
加えて原発事故に関連し、肉用牛肥育経営安定特別対策事業（新マルキン）が機

動的に発揮できるよう、事業基金の枯渇に対して新たな枠組みによる財源確保を図ら

れたい。また、標準販売価格には地方市場の実態を反映されたい。 
 

（６） 農業によって生計が成り立つよう、生産から流通まで網羅した実効ある農業振興

の推進に取り組み、農業従事者の維持拡充を図ると同時に、新規就農者の受入れや魅

力ある農業基盤整備を行い、担い手不足による有休荒廃農地の解消に努められたい。 
 
（７） 国の行う「農業者戸別所得補償制度」などを県の農業施策に反映させ、標高や生 
  産条件を考慮するなど中山間地域の農業も成り立つよう指導強化・支援策を講じ、就

農意欲向上に一層努められたい。 
    なお、果樹栽培の経営安定を図るための所得補償制度の構築に努力されたい。 
 
（８） ＪＡなど生産者団体との連携を強化し、民間力による県内農業基盤向上を支援す

ると同時に「農業関係試験研究推進計画」に基づくオリジナル品種の育成、生産者呼

称制度や信州ブランドを一層推進し、県内農業の基盤・体制の強化を図り、県内はも

とより、県外・海外へ向けた販路拡大を図られたい。 
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（９） 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定については、食の安全と安定的な供給、

食料自給率の向上、国内農業・農村の振興等を損なうことがないよう、慎重に対応さ

れたい。 
 
（10） 地産地消を食育農業戦略に組み入れ、また児童生徒に顔の見える農産物を食する

機会を与え、食の大切さが実感できるよう、学校給食の食材に県内産農畜水産物を積

極的に提供すると同時に、食育の推進を図られたい。 
 
（11） 「園芸王国日本一」再構築のため、園芸生産に対する支援策の充実強化を国に求

めるとともに、技術革新と販路拡大に取り組まれたい。  
 
（12） 農業環境の維持並びに信州の原風景を守り、人々に癒しを与える観点からも、た

め池施設をはじめ、老朽化した農用施設の計画的改修や、地滑などに対する対策を強

化されたい。 
 
（13） 将来の担い手育成に向け、農業大学校の充実や農業高校のあり方の見直しにつ 

いて教育委員会など関係機関と連携し、検討を深められたい。 
 

（14） 野菜農家（耕種農家）が設置する堆肥化付帯施設に対する「戸別補助金」制度の

創設を検討されたい。 
 

（林務部）   

 

 長野県においては、国内有数な森林県として県土の７８パーセントを森林が占め資材と

しての木材のみならず、「山つくりは百年の計」とうたわれ森の持つ公共的機能や多面的

機能活用をも視野に入れた林務行政の構築を推進しなければならない。 
 

【川上対策】 

 

（１） 山の現状をみると、戦後植林された木材が伐期を迎え、又荒廃した森林には間伐

作業が遅れた個所がおびただしい数にのぼる、災害防止、カーボンオフセットの観点

からも、長野県森林づくり指針に基づいて、事業が進展するよう十分な予算措置がさ

れるよう進められたい。 
 
（２） 資源としての木材は、有効活用を行うことにより残渣の出ない循環活用の出来る

資材として活用するためにも、搬出のための林道整備や事業の推進のための作業道等

の路網整備の推進、また長期的視野で維持管理が行われるよう進められたい。 
 
（３） 荒廃した里山については、不在地主の了解などが難しくなっているが、野生鳥獣
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被害を防止するための防護柵設置も含め、癒しのための森林空間を提供し景観形成や

住民参加の観点からも里山整備が推進できるよう施策を講じられたい。 
 
（４） 最近のゲリラ的豪雨からも県土を守るため、保水力を高めるための間伐はもとよ

り、砂防堰堤の整備や、谷止工の設置などを行い危険個所の整備、水源涵養や保安林

の保全などを通じ減災対策を十分に構築されたい。 
 
（５） 松くい虫、カシノナガキクイムシなどによる被害防止のため市町村との協働によ

り総合的対策と十分な予算措置を講じられたい。 
 
（６） 水源・地下水保全対策を、森林環境の保全とともに実施すること。 
 
（７） 森林の集約化と境界明確化事業を長期的な視野に立って引き続き実施すること。 
 
【川下対策】 

 
（１） 国においては、「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」を策定が施

行されており、これまでの議会討論を踏まえて、必ず、積極的に公共建物の木造化を

図り県産材の需要拡大に結び付けられたい。 
 
（２） 山元・流通・製材加工・エンドユーザーまで一体となった組織つくりと｢木｣に対

する認識・価値観の共有できるシステム構築を進められたい。 

（３） ｢安ら木とぬくもりの木の住まい｣における「信州型次世代省エネ住宅」「
わ

環の住ま

い」事業についても県民の関心も高く好評なところから、さらなる予算確保と事業の

拡大を願いたい。 
 
（４） 土木施設においても自然素材である木材の特徴を生かし、景観配慮の視点、雇用・

地元材料の有効活用の観点からも積極的に利活用の促進をされたい。 
 
（５） 二酸化炭素削減の観点から、木質バイオマス有効活用を進めるため、森の発電所、

ペレットボイラーの採用、ペレットストーブ、薪ストーブの助成を伴った積極的な設

置を奨励されたい。 
 
 
【林務施策】 

 
（１） ｢森の里親促進事業｣などを通じ、下流域行政体、先進企業などを通じ｢山｣や自然

豊かな｢木｣の文化を理解され森林整備の必要性の認識を高めてもらいさらなる整備

促進に協力されるよう努力されたい。 
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（２） 山林労働者不足の解消に取り組み、｢高性能機械｣の導入や魅力ある職場環境整備

のための施策により林業大学校の再整備等も含め、若年作業員の｢夢｣のある職場つく

りを進められたい。 
 
（３） 住宅部材・土木部材等の製品開発、工法の確立などを視野に研究開発部門の充実

を図り国内の先進的機関となるよう整備拡充を図られたい。（林業総合センター等） 
 
（４） 「戦略的資源」として信州の木を生かすべく「品・質・量」の優位性が発揮され

るような総合型施策を構築し、次の世代に引き継がれる様な林務行政を推進されたい。 
 

（５） 環境省の「オフセット・クレジット制度」を活用し、県有林の間伐により森林が

吸収した二酸化炭素をクレジットとして企業などへ販売する制度を導入されたい。 
 
（６） 県内森林組合や県内林業者の育成を図るため、入札条件に入れるよう入札制度の

改善を図ること。 

 

（７） 有害鳥獣捕獲従事者の狩猟免許の取得更新手続きの簡素化や経費負担軽減対策と

捕獲に対する助成金の拡充に積極的に取り組まれたい。 

 

 

５，危機管理建設委員会 

 

（危機管理部）   

 

（１） 東海・東南海地震対策指定地域の対応のみならず、東日本大震災、県北部地震、

県中部地震の教訓から、県内どの地域においてもいつ地震があっても対応できる対策

と耐震診断、防犯や緊急通報システムの整備を行うとともに地域防災計画の根本的見

直しを早急に行うこと。 
 
（２） 東日本大震災、県北部地震、県中部地震の教訓から、緊急時の危機管理で人命を

救出し、避難・救護活動に威力を発揮するのは地域の「絆」であることから、建設業

を中心とする災害防止支援協会などとともに、地域の危機管理体制（住民自治）を尊

重した取り組みを行うこと。 
 
（３） 県有施設の耐震診断推進事業と改修事業を引き続き推進すること。 
 
（４） 消防団が防災に果たす役割は絶大であり、守らなければならない地域力である。

「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」のうえに実

効ある内容の優遇策を検討し、一層の団員の拡大と着実な成果を上げること。 
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（５） 放射性物質に係る災害に対応できる実効性ある取り組みを行うこと。 
 
（建設部） 

 

（１） 除雪対策等について、いつでも対応できるよう「マニュアル」を絶えず再考し、

万全な対策を講じておくこと。 
 
（２） 道路・河川等の維持修繕費は、県民生活にとって必要不可欠であることから、県

民要望に対応できる十分な予算措置を講じること。 
 
（３） 「橋梁長寿命化修繕計画」を前倒して修繕を行うこと。 
 
（４） 入札制度については、価格破壊など低価格入札を防止し、適正価格で落札する制

度と、災害出動や除雪等の地域貢献に配慮し、地域地元業者の育成を図る制度を確立

されたい。 
 
（５） 格差社会から県民生活を守るには、税金の使い道が格差社会を促進することがな

いよう、税金の有効な使い方として「総合評価落札制度」を発展させ、県民の一定レ

ベルや下請け等を守る「公契約条例」の制定に取り組むこと。 
 
（６） 県内水系全体の整備計画を推進すること。また千曲川においては、安心・安全対

策を推進するため現在行われている「信濃川河川整備計画」に、無堤地区の解消と完

成堤防化、立ヶ花の狭窄部の拡幅を位置付けること。 
また、下流における県管理区間の直轄編入を早急にされたい。 

 
（７） 中部横断自動車道、三遠南信自動車道、中部縦貫自動車道の整備促進と上信越自

動車道の四車線化に積極的に取り組まれたい。 
 
（８） 地域高規格道路、松本～糸魚川道路については、地域住民との十分な話し合いの

もと整備の早期実現を図ること。 
また、東信と中南信を結ぶ地域高規格道路の整備促進を図ること。 

 
（９） 諏訪湖のヒシの除去対策、貧酸素対策に強力な取り組みを行うこと。 
 
（10） 県管理河川の河道内浚渫及び河川内雑木の除去を推進し、河床の整備のための予

算を十分確保されること。 
 
（11） 国道・県道・市町村道等の生活関連道路の整備促進と、交通安全は重要であり、

なおかつ県民要望が多いことから、十分な予算を確保されたい。 
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（12） 中南信と東北信を結ぶ国道１４２・１４３・１５２・２５４・２５６号線は、交

通量も多く、緊急時や特に医療機関などが多く設置されていることから、物流の面に

加え、県民に安心・安全をもたらし、また松本空港利用促進を図ることからも早急に

整備を図ること。 
 
（13） 伊那谷と諏訪地域を結ぶ幹線道路を始めとし、県内の渋滞幹線道路については、

整備促進及び右折レーン設置により慢性的渋滞の早期解消を図ること。 
 
（14） 「県有施設耐震化プログラム」により県有施設の耐震化を計画的に行い、安全性

の向上を推進すること。 
 
（15） 老朽化した県営住宅の計画的な改築を図られたい。また住宅生活者の健全な生活

を守るとともに、社会的弱者に対する住宅政策を推進すること。 
 

（16） 県営住宅の改築に当たっては、引き続きバリアフリー化を推進するとともに、市

町村の福祉サービス施設やＮＰＯ、民間事業者が参入できる共有スペースの確保に配

慮すること。 
 
（17） 老朽化した県営住宅の修繕要望に対処できる予算を十分確保するとともに、住環

境の整備をさらに促進されたい。 
 

（18） 国においても木造住宅が推進されていることから、「信州型住宅」の開発に当たっ

ては、環境部、商工労働部、林務部などと連携し、認証制度や環の住まい事業に十分

予算を確保すること。また県外に流出している貴重な資金を県内にとどめ、県民所得

の向上にもつながるようなプロジェクトの構築を図ること。 
 
（19） 住宅リフォームに対する助成は、県産材利用を一層優遇すること。 

 
（20） 県有の排水ポンプ車２台を増車し、県土の均衡な安全対策を図ること。 
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６，文教企業委員会 

 

（教育委員会）    

 

（１） 不登校対策に対応するため、市町村の要望に応じスクールカウンセラー配置の拡 
充を行うこと。 

 
（２） 保護者の要望の高い「放課後子どもプラン」に対し積極的な予算措置を行うこと。 

 
（３） 厳しい雇用情勢に鑑み、高校卒業就職希望者の就職率を向上させるための取り組

みを強化すること。 
 

（４） 図書館司書の果たす役割の重要性に鑑み学校図書館司書の雇用条件、処遇の改善

を図ること。 
 
（５） 養護学校の教員の増員、校舎改修、高等部急増の対策、相談員増員に適格に対処

すること。 
 

（６） 養護学校寄宿舎の冷暖房設備を設置すること。 
 

（７） 職業高校の設備・機器について老朽化したものの更新、時代の要請に合ったもの

の導入を積極的に行うこと。 
 

（８） 学校給食における地場産物及び地場食材の利用を増加させ食育の向上を図ること。 
 

（９） 人権教育課を復活し、あらゆる差別を許さない人権教育の推進と、いじめ対策等

の推進を図ること。 
 
（10） 児童生徒の体力・運動能力の向上策に取り組むこと。競技力向上と共にそれに対

する競技場等の施設整備に取り組むこと。 
 
（11） 信州教育の名に恥じない学力の向上策に取り組むとともに、メディアリテラシー

教育の充実を図ること。 
 
（12） 安心して指導にあたるために、教員資質の向上のために臨時採用教員の減少を積

極的に図ること。 
 
（13） 県立こども病院院内学級の教員の増員を図ること。 

 
（14） 文化財保護予算の拡充を図ること。 
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（15） 発達障害児相談員（緊急雇用）の常勤化を図ること。 
 
（16） 統合し発足する新高校の施設の拡充に格段の意を配すこと。 

 
（17） 県養護学校の医療的ケアの必要な重度な児童の増大に適切に対応するため、看護

師の増員を図られたい。 
 
（18） 自殺防止対策として、「命の大切さ」を児童・生徒に普及させること。 
 
（19） 高校の大規模改修を計画的に進めること。 
     
また、そのための基金創設などを考えること。 
 
（企業局） 

 

（１） 大震災による原発事故を受け、現在企業局が行っている発電事業の中部電力への

売電や譲渡の見直しに当たっては、様々な課題についてメリット・デメリットを十

分に検討されたい。 

 

 



　私達は以下の理念や施策について、一致して前向きに取り組む意思を有する議員で、会派

を結成し活動します。

■　会派の名称 　　改革・新風 

　　 

■　議員構成 　　　

　　県政改革の理念を共有し、県政に常に新しい風を送るべく、基本理念に基づき行動する

　議員で構成。 

　　 

■　基本理念 
　　２０００年の地方分権一括法施行以来、地方分権の流れは着実な歩みを進めています。

　私達は地域のことは地域で決める地域主権の社会を目指します。

　　この度の大震災は改めて人間社会と自然との共生について発想の転換を迫っています。

　今こそ、真に国民の安全・安心を確保する、生活者原点の政治の在り方が問われています。

　　私達は、変革の時代にあって、格差社会の是正や県政改革を推進し、信頼される政治・

　将来に安心感が抱ける県政を目指して、自ら考え行動します。

　　私達は、産業振興と雇用の安定を図り、福祉・医療・教育など生活者の視点に立って県

　政を進め、国に制度の改革を迫り、地方から政治を変えることに邁進します。

　　また少子・高齢化や地球温暖化、震災からの復興など待ったなしの課題について、県民

　調査等を通じ具体的な施策を提言します。

　　 

■　知事に対する基本姿勢 

　　知事とは、「是々非々」の姿勢を貫き、徹底した審議・提言を行います。

　　国と制度を異にする二元代表制のもとでは、地方議会は首長とは「是々非々」であるこ

　とが本来の姿であり、その姿勢でチェック機能を果たし提案することが、県民にとって良

　い結果につながります。 

　 　 

■　改革への基本姿勢 

　　私達会派は、議員一人ひとりが県民から負託された責任を果たすため、次の基本姿勢に

　より、県政改革および「議会基本条例」にそった県議会改革に取り組みます。 

　１．県民との対話を積極的に行い、議会活動や政策に反映させます。 

　２．徹底した情報公開を推進し、県民が参画する県政の確立を目指します。 

　３．政策集団として、政策提言を重視し、徹底した議論と提案・調整を行い、積極的な姿

　　 勢で改革に取り組みます。 

　４．政党や議員の利害にとらわれず、常に生活者の目線で考え行動します。 

　５．県民本位の県政改革実現のため、知事及び他会派・議員の改革的提言には前向きに対

　　 応します。 

　６．所属議員は県民の利益実現のため、相互の協力に努めるとともに、各自の主体性を最

　　 大限尊重します。 

 

基 本 理 念
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★県政に関するご要望ご意見をお気軽にお寄せください。

長野県議会　改革・新風
県庁専用郵便番号 〒３８０- ８５７０（住所記載不要）

長野市大字南長野字幅下６９２- ２

 ０２６- ２３２- ００８７（直通）　  FAX ０２６- ２３１- ５５９２

 ０２６- ２３２- ０１１１（代表）　  内線 ４０６１

HP  http://kaikaku-sinpuu.com　E-mail  info@kaikaku-sinpuu.com

E-mail  info@kaikaku - sinnpuu.com
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